
．はじめに

われわれは組織論研究をつうじて企業組織を主な研究対象としてきたが、地方自治体の行

政改革委員として行政機構の改革を担ってからは行政組織にも視野を拡大して論及してい

る。行政改革委員・会長として市の行政改革の原案の作成にも関与するようになってから

は、 事務事業見直し、 組織・機構の改革、 財政の健全化、 定員の適正化と給与の適

正化、 住民協働、 職員の意識改革という広範な領域を検討するようになった。市の行政

改革実施進捗状況では 項目に及んでいて、議論が拡散するので本稿では論点を絞るが、こ

れらの細部をおろそかにしないという問題意識を有していて、現に具体的に実行している。

このような経験をつうじて行政組織を理論を踏まえて組織論的に考察して ）、若干の知

見を論述しておきたい。行政組織は企業組織とくらべて目的が多様で多義的であり、立場に

よって意味解釈も異にしているので、行政改革においても議論が拡散しやすい。しかし地方

自治体として価値が緩やかに共有できないと言うわけではなく、合併した市でも地区エゴが

あっても、ひとつの市としてのコンテキストを有している。歴史的、社会的、文化的な文脈

もすり合わせられていくし、行政官僚制としての共通点もあり、中央集権の日本の行政機構

ではその傾向が強かったのである。

そこで、行政官僚制、行政学的組織論を理論的に検討してから ）、現実の行政組織との

ギャップを論じて、具体的な行政組織の改革の方向を見出すものである。そのためにステッ

プを踏んで分割して論じるが、行政と住民の協働というガバナンス改革をもたらす行政経営

にいたる。男女共同参画行政経営や自己変革のできる自己組織系の行政経営を論じるが、行
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政組織の職員の意識改革はまだそこまでには至っていない。

行政職員の意識改革として、 各種研修の実施、 職員提案制度を導入し、潜在能力や創

造的能力の向上を図る、 人事考課・人事評価制度導入の検討、 自己申告・自己評価制度

導入の検討、などが論じられているが、行政組織観が大きく変わるわけではない。そのこと

に論及するためにあえて、主流でない組織理論に論及している ）。

行政組織の多義性を縮小することも行政改革の目的であったが、強い労働組合のもとでの

行政組織は改革には労使のコンフリクトが生じやすく、さらに多様な利害団体とのコンフリ

クトも生じるので、交渉や調停を柱にするコンフリクト・マネジメントが不可欠である。こ

のことも順序だてて論じるが、これまで交渉や調停を論述されることはきわめて少なかった

のである。行政改革においては交渉力は大きな役割を果たしていて、深く踏み込んでいかな

くては行政組織の改革はかなり時間のかかるものになってしまう。

．行政学的組織モデル

行政学で論じられている組織モデルは、官僚制的組織に基づく組織構造論が多く、組織変

革論は非常時のことであって、むしろ継続性・安定性を中心にして論考がなされている。

バーナードや サイモンも論じられていても、法体系をベースにしているので、

むしろ古典的な組織論に近く、 エチオーニの言うフォーマル組織重視の構造学派に近い

と言えよう ）。行政学的組織モデルは ブラウなどのフォーマル組織論（インフォーマ

ル組織を要素として有してもフォーマル組織重視）と言えよう。もちろん行政組織も環境変

化によってオープン・システム論的な視点を導入していても、基本的にはクロズドな合理性

モデルと言えよう。ただ近年ではオープンな自然システム的な見方も増えていて、むしろ自

然、人間らしさにもかかわるので、オープンな自然システム的な見方が、行政組織にも官僚

制的組織モデルの修正として取り入れられている ）。

マインツはドイツ行政社会学を論じたが（レナーテ・マインツ 行政の機能と構造

懸公一郎訳、成文堂、 ）、行政の自律化傾向があるとしても、組織用具説を貫いてい

る。それは、 手段としての行政の規範の力点は、特に民主主義において政府が規則的に交

代し、別の政党が政権を担当する点にある。正当な支配者と行政が人格的に一致すれば、支

配者の意志を実現する上で行政の有効性が高まるのは疑いない。しかし民主主義においてそ

のような結びつきが生じれば、結果としての行政は、新政府に対して旧政府の場合ほど唯々

諾々とは服従せず、その活動の有効性が低くなる。それゆえ行政が単なる手段に尽きるべき

とすれば、行政は、民主主義において政治的に中立たるべく努め、公選によるどの政権に対

しても同等に作用する手段として利用されねばならない。忠誠の規範と並んで、政治的中立

性の規範も官僚の職業的エトスの一つとなる （ 頁）という。もちろんマインツは、
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一国の行政が完全に中立的手段として活動することは稀である。この点は、歴史上の経験

や体系的な実証研究の成果が証明している （ 頁）という。

またマインツは、行政組織が官僚制的組織であるが故の問題点を論じる。 規制への拘束

に加えて権限の固定という官僚制の特徴も、マイナスの副次効果を持つ。業務分担計画で権

限を固定すれば、官庁幹部の負担が軽減され、官庁内部の分業が透明となり、任務分担をめ

ぐる対立が回避される。しかし権限の固定は、狭量な権限思考を助長し、責任の感覚を自分

の限られた業務領域に限定する。同時に複数領域にまたがる任務での協力を困難にし、官庁

任務の変更に際し適切な対応を妨げる （ 頁）のである。

官僚制的官庁組織の秩序行政は、環境変化の激しい今日では、もう過去のものになってい

る。すなわちマインツは、 秩序行政よりも現代の給付行政や計画行政に関わる目的プログ

ラムにしたがって活動する行政では、本質的に任務は複雑であり組織の適応創新能力が重要

である （ 頁）。ただし 官僚制的な構造要素は今日では決して不必要ではなく何らかの

機能を果たしている。これは、一旦生まれた官僚制組織が常に変革に抵抗するのとでは全く

別に、官僚制の基本型を維持し常に再構成さえする傾向を生んでいる （ 頁）からであ

る。 マインツは行政学的な組織モデルの一つの典型を示していて、それが行政組織の組

織文化や文脈と言うものの根強さを行政学的に論じている。

次にわが国の代表的な行政学者が行政組織をどのように行政学的に理論展開しているかを

見てみよう。西尾勝教授は（西尾勝 行政学 有斐閣、 ）、 行政活動に対する関心は、

体内的活動に係わる管理技術の側面よりも、官僚制組織とその環境との相互作用に係わる行

政技術の側面に向けられてきているのである。これが管理主義の更なる発展を意味するの

か、いまのところ定かではないが、ここ十数年来の行政改革論議は行政学にその再構成を迫

るものであった （ 頁）という。

今日の行政改革は行政と住民との協働というように行政参加の制度化である。かつての行

政活動においても、 行政機関と対象集団・利害関係者の関係を円滑にするために、政策の

立案・決定・実施の過程に対象集団・利害関係者の参加を要請し、あるいはこれを許容する

さまざまな方式が案出されてきている。もちろん、この種の参加の場の多くは諮問機関であ

り、参加の手続の多くは聴聞手続に属するものであって、そこでの発言ないしは決定が行政

機関の意思決定を法的に拘束する意味を持つわけではないので、それは制度的統制の諸制度

とは明らかに異なる。だが、この種の事実上の拘束力の存在に目を閉じるのは不適当であろ

う。何故なら、この種の事実上の拘束力をどの程度まで制度化すべきかという問題こそ、現

代の行政統制をめぐる最も重要な論点のひとつになっているからである （ 頁）。

行政改革委員はいわば外在的統制、非制度的統制を担っているが、危機的状況下の行政組

織ではこのような拘束力が組織変革を推進する原動力として実質的に機能しやすいのであ

る。それは情報開示請求による統制、住民を含めて利害関係人の事実上の圧力・抵抗行動、

そして専門家グループの評価・批判や、マス・メディアによる報道による組み合わせが、行

政組織に改革へのインパクトを与える。そして、 当該の制度・政策について事前に諮問す

べき審査会が設置されている場合にこの諮問の手順を踏まずに政策決定をすること、また審

議会において大方の同意を得られなかった政策を採択することは、事実上困難になってい

る （ 頁）のが現状である。



ここで注意したいのは、行政責任のジレンマ状況である。行政職員には制度的内在的な統

制に加えて、多種多様な非制度的統制が加えられている。 担当の行政官・行政職員には多

次元な機能・団体からさまざまな統制・期待が寄せられているのであるが、これらの統制・

期待は相互に矛盾し対立しているのがむしろ常態であるように思われる。このような場合

に、担当者はいずれの統制・期待に応えて行動すべきなのであろうか （ 頁）である。こ

のようなジレンマ状況を解きほごし克服する責任が、行政職員が直面している行政責任であ

る。かくして、 現代国家の行政活動に対する民主的統制を強化するためには、新しい行政

統制の諸制度を多次元に整備充実し、これらを総合的有機的に組み合わせて活用しなければ

ならない。そしてまた、それと同時に、行政官・行政職員の情熱と洞察力と責任感を涵養す

る措置を講じなければならない （ 頁）と西尾勝教授は論じている。

さらに今村都南雄教授が論じているように（今村都南雄 行政学の基礎理論 三嶺書房、

）、 組織変動もしくは組織変革はそれ自体で優れた政治的な事象であり、その脈略で問

われる有効性や能率性の問題も、いったんそれが誰のため、何のための有効性であり能率性

であるかを問い直せば、やはり政治的解釈が必要となる。この点で、行政組織も民間企業も

変わりない。フェッファーの表現を借りるならば、 組織デザインは、つまるところ、組織

のガバナンスとコントロール、報酬と便益の配分、特定利益の奉仕を決定づけるものである

から、デザインとその変更は組織内外のさまざま集団と下位単位間での政治的争いの結果で

ある（ ）。しかし、組織構造の再編成に

際して自己の権力地位や影響力に関する政治的理由を直接持ち出したりすることはできない

うえ、その再編成の必要性を単一の要因もしくはその単純なセットによって割り切って主張

することができないために、誰にも受け入れやすい有効性や能率性のレトリックがますます

効果的となる。こうして、組織変動の 政治的要因 （ ）を解明しようと努

力のなかで、あらためてその 管理的要因 （ ）が果たしている独自の役

割を見きわめることが必要になってくる（ ） と今村教授は論じている

（ 頁）。われわれが主に論じているのは 管理的要因 であるが、地方自治体の行

政改革には議会の議員との協働も必要なので、 政治的要因 の考察は欠かせないし、行政

組織の幹部は ポリティカル・マネジャー として議会・議員とも交渉しているのであっ

て、そこで生じるコンフリクトを行政改革委員・会長として調停をしており、いわば改革を

推進するための交渉や調停の担い手となっている。

さらに西尾勝教授が論じたことは、 サイモン マーチの業績は、フォーマル組織による

分業そのものに部省間紛争の根本原因を見出した。分業の不回避的な帰結として、下位組織

は操作可能な下位目標を設定する。そして、下位目標の設定はその達成のためのコミュニ

ケーション回路を限定し、これによる視野の限定が下位目標への固執を増幅する。これが部

省間紛争の根本原因であるというのである。そして、下位目標への固執を紛争に転化させる

要因として、部省間の相互依存度、下位目標間の矛盾度、コミュニケーション回路の機能障

害による誤認などをあげ、ことに最後の誤認という認識要因を重視している （ 頁）ので

ある。

また西尾勝教授は、 行政と組織 と言うテーマで組織理論についても論じている。 アメ

リカ行政学の系譜は、むしろはじめから、行政理論と組織理論という二つの系統の流れから
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なり、この二つの系譜がときには結合しときには分離した発展史として理解した方が適切で

あろう （ 頁）と言う。ここでの 行政理論というのは、統治過程における官僚制の位置

づけをめぐる考え方である （ 頁）。また、 民主の統制と官僚制組織が固執している行動

原理との間に乖離がある限り、規制と脱法行為の悪循環が積み重ねられていくだけである。

また、自立的責任をいくら強調してみても、官僚制組織の側にこれを容認し促進していくよ

うな組織条件がないかぎり、それは発現しようがないであろう （ 頁）。

行政管理と行政経営の区分は明確になされていないが、われわれの認識では行政官僚制の

論理が貫く行政管理の領域であって、法律、ルール、手続きによって自由裁量の余地が小さ

くなるように工夫されている。それに対して行政経営は行政組織を経営学的に考察して、そ

の能動性、主体性に注目していて、ガバナンス改革も指向しているから、行政管理よりも自

由裁量の余地が大きく、改革にも熱心である。そして行政管理が平面的な考察であるなら

ば、行政経営は立体的な考察と言ってよく、コーポレート・ガバナンス、経営戦略にも意識

的に力を入れて、行政組織そのものの活性化にも取り組んで、それは制度改革や制度づくり

にも影響力を及ぼす。このように行政経営は行政官僚制の枠にとらわれるものではなくて、

行政組織そのものを変革していく経営学的な視点を有している。したがって制度や組織を固

定的にとらえないのである。

行政管理は行政官僚制の論理にしたがってリスク回避に力を入れるが ）、行政経営は環

境変化によるリスク負担は当然のこととして、場合によっては大胆にリスクをとる場合もあ

る。行政経営的行政改革ではコンフリクトの発生を予想して、交渉や調停を通じてのコンフ

リクト・マネジメント、コンフリクトの具体的な解決に力点を置く ）。行政官僚制に基づく

行政管理では固定的なルール、手続きに依拠して組織運営がなされているので、交渉や調停

を論じることが極めて少ない。行政経営はガバナンス改革を含めて改革を常態化して常なる

新たな組織づくりを意図して、環境変化に機敏に対応していくように構造を創り変えてい

く。このように行政経営では変革の論理を内包していて、そこでは発生するコンフリクトを

回避するよりもコンフリクトの解決に力点が置かれる ）。

このように行政経営では経営学的手法を行政組織に大胆に取り入れて、行政組織そのもの

の活性化を図る。そのために行政法、行政組織法など法的なしばりもあるので、行政学者と

経営学者等が協力して、地方自治体の統合的なマネジメントを担う。特に地方自治体の統合

的な全体的状況の把握に力を入れて、部分最適化にとらわれない フォレットの言う

状況の法則 の下で全体的整合性をえられる対応をしていく ）。行政組織では野球でいう

と得点を入れることを目的として、試合に勝つことを忘れることが少なくない。 ミヘル

スのいう 目的の置換 が生じやすい部門主義を打破して、部門間のコンフリクトや組織間

のコンフリクトを恐れずに、行政経営を担うので、コンフリクト解決能力を高める工夫に力

を入れて環境変化に対応している。そのために行政経営は企業経営とも連携するし、指定管

）
）
） 章。
） 章で統合的行動、 章で意味と意図の循
環的応答が論じられる。



理者制度のようにアウトソーシングしたりして、クロズドな合理性モデルから脱却している。

これまでの行政組織は特殊行政的な能力の育成と言うことで組織一体化モデルの典型であ

り、個人の思考や行動様式もワンパターンになりやすく、それが知力の相乗効果を働きにく

くしていた。行政官僚制の論理が性別や年齢と言う外形的属性の多様化を抑圧していたし、

個々人の思考内容や表明される意見・見解の多様性を押さえるシステムにしている。ジェン

ダーバイアスの克服とは組織全体に多様化をもたらし、そのために個人の意識改革を求める

が、行政経営はこのように同調性過剰からの脱皮をめざしていて、自分が主張すべきと考え

ても周囲に合わせて、主張を控えたほうが良いという組織文化にも風穴を開ける方策を指向

する。人材を多様化し個の質量を充実させて、さらに組織システムの知力の相乗効果を高め

る多様性管理も必要になってくる。ダイバーシティマネジメントはジェンダー・コンフリク

トを解決するだけではなくて、正規と非正規の二極化問題を解消して、階層の固定化にも歯

止めをかけて、人生のステージに応じて働き方を転換できる環境づくりの契機になりうる

（樋口美夫 今を読み解く 日本経済新聞、 年 月 日）。

行政官僚制の論理を貫く行政学的な行政管理とは違って、自己組織的な自己変革のできる

行政経営では、組織一体化モデルによる同調過剰を排して、個々人に内在する意見や見解の

多様性を生かすシステムづくりをなすと共に、経営資源を動員していく組織的能力につなげ

ていく。そのつなげる仕組みがあってこそ、性にとらわれない人材の活用になるし、知力が

相乗効果を発揮して、行政組織としての成果を向上させていく。行政経営では仕事と生活の

両立支援、男女共同参画経営の実現のために柔軟な働き方を容認して、ダイバーシティの考

え方を行政経営に組み込んでいくのである ）。ジェンダー問題の解決、多様性こそ行政効率

を上げるという戦略的発想のもとで、多様性管理を推進するのがこれからの行政経営であ

る。

行政組織目的達成への各人に対する機会と処遇の公平性は行政経営では特に留意すべきこ

とであるし、マイノリティー特有の事情により組織目的に貢献できないことがあれば、それ

をケア・支援していく支援システムの構築も求められる（同）。

男女共同参画社会の実現に向けて、地方自治体も住民ニーズが変質してクロズドな思考で

は対応できなくなっている。組織的能力の向上をもたらす人材の多様的活用が求められ、男

女老若を問わず個人一人ひとりのもつ様々な違いを受け入れて、多様性を生かさなければ、

新しい環境変化への対応が難しくなっている。これまでの行政管理では個々人のもつ知力の

相乗効果を生かすことは難しいし、環境適応能力をそいでしまう。行政経営では正義、公正

を担保にしながらも、組織目的の効果的な達成には一層の尽力を払うし、多様性を許容する

ように個人の意識改革を求めている。

． ルース・カプリング型 組織

これまで地方自治体の組織は典型的な官僚的組織として論じられてきたが、果たしてそう
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であろうか。国家官僚制の下部機関としての地方自治体は、地方分権、地方自治のスローガ

ンのもとでも大きな自由裁量を持つ行政組織とは考えられてこなかったが、全くの国の下部

機関というわけではない。その支配・統制のメカニズムは行政組織内部を貫徹していると言

うわけではなくて、ガバナンスを担う市長等が完全に権力を一元的に統制していると言うわ

けでもない。官僚制的組織は集権であるという思い込みが強いが ）、現実には経営権限は

かなり分散されているのであって、市立病院にいたっては外部の大学の医学部の医局が医師

の人事を支配している。行政組織の内部の部局においても、トップ・リーダーが部局を完全

に支配しているということではない。実態は緩やかな結合している ルース・カプリング

型 の組織として見れる側面もあって、 タイト・カプリング型 組織であると行政組織を

規定する必要はない。

われわれは地方自治体の行政改革委員として 年以上にわたって行政改革を担ってきた

が、現実の行政組織は外部の干渉を嫌うけれども、決して硬直的な組織ではなくて、人が介

在して変化していて、それが行政組織が巨額の財政赤字を累積させた原因の一つであって、

その政治的動向が企業会計の事業体の財政・会計を膨張させたのである。このように現実の

行政組織の官僚制的組織はテキスト的な標準化されたものではないし、介入を許す余地もか

なり大きい。建設入札談合にしても、不正に対して強力な制裁措置を科すという市町村は少

ない。官僚制厳罰主義は内部に対しては寛大であるといえよう。

実際に運営されている行政組織を行政改革していくのであるが、一枚岩の組織であれば石

の目のようにそこにエネルギーを結集すれば改革はうまくいくはずである。だが現実はタイ

ト・カプリングのように共通パラダイムが貫徹されておらず、多様性を有していて、「もぐ

らたたき」のようにちぐはぐに改革に各部門が反応していくのである。

逆に行政組織をルース・カプリング型として捉えてみると ）、どのような知見を与えて

くれるのであろうか。企業会計部門の事業体を含めて考察すると多塊的な側面を有してい

て、一気に行政改革をしていけると思うのは夢想であって、取り扱う領域が広いだけに、画

一的な手法で行政改革を推進できるものではない。ここにまた規模は小さくても地方自治体

の行政改革のむずかしさがある。事業体を管轄する国の省が違うので、一方が財政支出を大

幅に減らしているのに、他の部局は財政支出を膨張させたりして、なかなか行政改革の枠に

はまらないのである。

ここでいう ルース・カプリング型 組織は、 典型的な官僚的組織 と規定されていた

行政組織をルーチン化した組織であるという先入観を脱して、その現実的な非合理性を含む

あいまいさ を長所と考える見方である。 マーチと オルセンによ

れば、官僚制的なタイトな結合の組織と比べて、ルース・カプリング型の組織は各部分が自

律化しているので、むしろあいまいな環境の変化に機敏に対応しうる。各部分が緩やかに結

合されているので、それぞれがパラダイム的な環境変化に応じて解釈枠組みを進化させるこ

とができるから、多様な事業を営む地方自治体にとっては組織全体の通約性を高めうるなら

）
） ネットワークとルース・カプリン
グ （ ）を参照のこと。



ば、市立病院、保養センターなどの企業会計の事業体を含んでいることもあって、ゆるやか

な結合の方が環境適応に適切になりやすい。

たしかに ルース・カプリング型 では、意思決定の仕方が分散しているが、しかし単位

事業体ではルースではなくて、むしろ緊張感は高い。 あいまい経営学 は、 組織化された

無秩序 ということで集権単一化のものではないが ）、それぞれの事業体は責任ある自律

的単位として、迅速に意思決定をし、その責任を負っている。現実的に、それぞれの事業体

の内規によって運営されていて、統一基準がないからあいまいと見られるかもしれないが、

地方自治体としての一定の共通基盤（理解共約性）があれば、コンフリクトがその事業体間

に発生しても、調整、調停は決して難しいものではない。ただここでもコンフリクト・マネ

ジメント能力は必要であって、行政職員にこの訓練は欠かせないのである。

官僚制組織を普通とする地方自治体にとって、 ルース・カプリング型 の組織は異端と

見えるかもしれないが、現実は市立病院は大学の医学部医局の支配下にあって、公設公営で

あっても、ハコだけを提供しているような形になっている。市が病院の人事権や給与決定権

があるように見えても、大学の医局の都合によって医師は異動し、本人が残留したいと希望

しても、医局の人事に左右されるのである。そのことによって裁判沙汰になったこともあ

る。ただ 無秩序 に見えたとしても、首長たる市長の ラスト・ワード という決定権と

コンフリクト処理能力があれば、コンフリクト、トラブルの解決は ルース・カプリング

型 の組織であっても決してむずかしいことではない（ マーチ、 オルセン や

わらかな制度 遠田雄志訳、日刊工業新聞社、 ）。

われわれは行政組織をタイト・カプリングの官僚制的組織であるという先入観を持つ必要

はない。指定管理者制度によって公設民営化もふえている。公設公営のホテル・保養セン

ターにしても、市の職員の直接的介入が強すぎると、ヒューマン・サービスが劣化して、さ

らに累積赤字をふやしていく悪循環に陥りやすい。逆に ルース・カプリング型 の自主主

体的な組織経営にして、自由裁量の幅を大きくして行政当局と緩やかに結合させるほうが経

営の効率を高めうる。顧客・利用者も温泉に入って食事をし、宿泊したりしてヒューマン・

サービスを求めており、おもてなしの心も必要である。観光資源というのはあいまいな領域

であるから、ルールも状況に対応して変わるから、ルール間の調整も必要である。市の職員

に経営的センスがあれば別であるが、肩書が階層的に上だからという理由で事業体を支配し

ては、変化の激しい時代での日常的な学習棄却ができないし、コストを抑えることのみを考

えて、事業体としての能動的活性をなくしてしまう。なまじっかな経験、知識が流動化社

会、リスク社会では、次のステップの足枷になってしまうことに特に注意すべきことである

（マーチ、オルセン 組織におけるあいまいさと決定 遠田雄志、 ユング訳、有斐閣、

）。市の部門である事業体の長は、このような学習棄却の重要性を強く認識しなければ

ならない。そのことが事業体としての長期持続性につながるのである。そして保養センター

のようなホテル事業では、市の幹部ではなくて総支配人・格の人に大幅な権限を移譲して、

野球でいえば球団オーナーは野球監督に試合についてはゆだねるべきであろう。豊かな観光
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資源があるのに、累積赤字の原因を環境変化のせいにしていては、事業体としての経営は失

格である。

地方自治体の行政改革委員を 年以上担ってきたが、市町村というのは住民と直接的に接

する部門が多く、そのために住民の声が反映しやすい行政組織になっているはずなのに、現

実にはフィードバックがむずかしいのである。個々の住民は色々なことを言っているのに、

行政組織はそれを集約して対応しているというわけではない。行政改革委員には市の連合自

治会の会長や副会長がメンバーとして存在するけれども、行政の責任で行政改革を推進せよ

というような態度であって、会議では住民の要望が具体的に捉えられないのである。最も連

合自治会というのもルース・カプリングで会長や副会長が何もかも掌握している訳でなく

て、むしろ各自治体の自治権が尊重されていて、 ゆるやかな結合 の典型である。ただ各

自治会を結びつける 理解共約性 に難があるのは事実であって、地方自治体の合併によっ

て市が形成されて数年しか経ていないので、横串を入れる一定の共通基盤の形成が旧町村の

ように容易でないのは事実である。そのために連合自治会の副会長は 人もいるのであっ

て、そこでの話し合いがなされていても、 タイト・カプリング のようなわけにはいかな

いのである。

町村が合併した市では、 ルース・カプリング型 や タイト・カプリング型 のどちら

でも選好できるのであって、合併のいきさつから旧町村に区長が置かれて区長制度の下で行

政が行われていたが、市の財政危機が表面化して、区町制を廃止して、全区域が一丸となっ

て行政改革を推進していかねばならなくなって、一部では市庁舎に権限を集中して タイ

ト・カプリング型 に変更されている。

このルース・カプリングとタイト・カプリングの混合型というのが行政改革を複雑にし

て、教育委員会をある地域に一括して移し、そこでは教育長は大きい権限を有している。そ

して市当局と教育委員会とはルース・カプリング型になっていて、むしろ県とのつながりが

強いし、県の教育委員会が小学校や中学校の教員の人事権を有している。市が独自の消防署

を持たない近接自治体との広域消防組合は、 ％に及ぶ財政支出をしていても、消防組合は

独自に活動していて、ほぼ独立した組織といえる。その人件費や退職金の負担は市にとって

は大きな財政負担になっている。

このように市の行政改革の及ぶ範囲は広いのであるが、行政改革委員にとってはそれを全

体的、総合的にとらえるだけでもかなりの負担であって、それらをどのように改革していく

かを行政側から相談されても、単純化して論じることはむずかしい。かなり内情を把握して

おかないと、同じ基準なのに一方が良くて他方がダメというように論理矛盾が生じる。それ

を軽々しくあっかっていると、職員に不信感を持たれる。そのためにも行政組織の全体像を

捉えて全体的整合性のもとで行政改革を論じる必要があり、そこでも理解共約性が求められ

る。ここでは官僚制的組織のタイトな結合を想定してはならず ）、組織的な意味理解の

コードがあるというわけではない。共有価値、共有パラダイムというのは潜在的なものだけ

に、その潜在的特性を行政改革委員という外部の者が的確に捉えることは難しく、公務員共

通の被害者意識を持つだけに、政治家の尻馬に乗って発言することは禁物である。

）三戸公 官僚制 未来社、 。斎藤美雄 官僚制組織論 白桃書房、 。



このように現実の行政組織は複雑であって、先入観をもって単純に捉えて実行しようとす

ると、行政改革は推進されないのである。行政改革においても行為者の意味解釈、意味理解

は重要であって、場合によっては共感をもたらす 通訳 が必要である。前向きに検討する

とか趣旨は良く理解できましたといわれても、改革はなされないのである。そして組織文化

というものが、この意味解釈をコード化して暗黙知の領域で存在しているから、外部の人間

にとっては形式知としてコミュニケーションされていないので、思わぬ錯覚、誤解もある。

行政改革委員・会長として自分の言ったことは行政職員に理解されていると単純に考えては

いけないし、その意味解釈が適切であると考えてもいけないのである。

この誤解は構造 機能主義的なエレガントな体系に立って考える人に多いのであるが、専

門家という肩書だけでは行政職員はその力量を信用しないのであって、実績が必要であり、

評価に値する仕事をこなさなければならない。自明のことであるが、学者は世間知らずとい

うこともあって、したたかな行政職員のペースにはめられても、誘導されていることに気づ

かないことも少なくない。私も裁判所の調停委員や地方自治体の行政改革委員として、現実

のコンフリクトに対応して世間を知った面が多々あって、利害が激突する領域こそ世間とい

うものがわかるというものである。甘い認識といわれればそれまでであるが、現実にコンフ

リクトに直面して複雑多岐にわたる問題が少なくなく、ある程度の経験を重ねないと理解で

きないことも多い。その点、学究として地方自治体の行政改革を担ってきたことは良き経験

になっている。

行政組織はこれまで典型的な官僚制組織であると固定的に考えられてきたが ）、ルール、

手続きを重視し、均衡財政主義をとる行政組織が何ゆえに巨額の財政赤字に陥ったのかが疑

問であった。公務員が音頭を取って巨額の累積赤字をもたらしたのかも不思議に思えること

であった。

経営組織論を研究し始めたころは官僚制を研究し、 ウェーバーをはじめとして、むし

ろ官僚制を合理的 合法的な組織としてその効率性が論じられていたのである。合理的で能

率的な組織のゆえに、その生産性主義が人間を抑圧すると捉えられていて、ここには巨額の

累積赤字をもたらす要因はないのである。佐藤慶幸教授の 官僚制の社会学 （ダイヤモン

ド社、 ）はまさに名著であるが、そこではウェバーに準拠して論じた官僚制は、決して

非合理的で非能率的な組織であるととらえられていないのである。

そこで官僚制組織について若干述べておきたい。 クロジェは合理的・合法的な近代官

僚制にも 抜け穴 があって、そこには自由裁量の幅が存在し、そこに権力ゲームが生じること

をフランスのタバコ専売公社の工場での機械工と保全修理工との権力依存関係で論じた ）。そ

れは組織の部分における 権力ゲーム であって、不確実性が権力の発生の源になってい

る。しかし官僚制そのものは堅牢なものであって、その大枠を変えていない。

このように合理的で合法的な近代官僚制は、組織目的を達成するには効率的な組織であっ
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て、官僚制自体が巨額の財政赤字をもたらしたわけではない。このような理論的枠組みを

しっかりと抑えておかないと、地方自治体の行政改革において、官僚制的組織が悪いという

議論になってしまって、行政改革の本筋の議論からずれてしまう。ただ今日では、一枚岩の

官僚制的組織であるという捉え方はされなくなっていて、 ウェーバーが理念型として論

じた官僚制よりは複雑になっていて、大規模複合組織としての多様性は許容されるように

なっている。だが タイト・カプリング型 の組織として行政組織の官僚制を捉えるので

あって、 ルース・カプリング型 の組織として地方自治体の行政組織を捉えることはきわ

めてマレと言えよう。われわれも行政組織を全面的に ルース・カプリング型 の組織とし

て捉えるものではないが、ルース・カプリングの視点から現実の行政組織を捉えなおして、

地方自治体の行政改革を実りあるものにしたい。現業部門を数多く抱える市町村では、行政

組織は鉄の器ではなくて、小回りを利かせて、多様な対応もしていて、必ずしも硬直的な機

械的組織とはいえないのである。

マーチ、 コーヘン、 オルセンの ゴミ箱モデル でも示されるように ）、

改革は試行錯誤で経験を参照する学習のプロセスであり、一貫性を持っておらず、官僚制的

組織であっても多様な考え方のもとで緩やかに結合している部分を持っている。これをマー

チらは 組織化された無秩序 と言うが、行政改革ではメンバーの意思決定へのかかわりと

関心の強さも、時間の経過とともに変化していく。ここで行政改革のプロセスにおいて経験

したことは、 見過ごし による意思決定 である。たとえば地方財政健全法が公

布されて、問題が他の選択に付着しているような場合には選択が活発化する。新しい選択を

早急に行うエネルギーが生み出されると、すでにあった行政問題に関心が向けられなくなっ

て、最小のエネルギーと時間をもって新たな選択がなされる仕組みである。

．地方自治体の行政組織

地方自治体の行政組織は行政官僚制が貫かれているように思われても、現実には地域の人

間が行政職員として雇用され、その地域特有の社会文化的文脈に埋め込まれている。その文

脈に深く根ざした行政の暗黙知は、文脈を共有していない外部の人々にはその行政的価値が

理解されにくく、行政職員の能力を低く評価する一因である。しかし行政職員も行政改革委

員などの外部の知の価値について理解していても、なぜ行政に精通しない外部の人々の発想

を尊重しなければならないのかと言う心情的な反発がある。仮に隣接市町村ではうまく行っ

ている行政組織のダイナミズムも、当該地方自治体とは社会文化的文脈を異にしているの

で、表面的・現象的に類似しても、その模倣がベストプラクティクスどころか逆機能になる

こともある。

そこで異なる社会文化的文脈を理解して、その本質的な強みに精通した知識の移転・仲介

者を行政組織内部に確保したり育成することで、単なる模倣から脱却することである。地域

） 、 章 組織選択のゴミ箱モデル コー
ヘン、オルセンとの共同執筆。



社会にはそれぞれの個性はあっても、良い知識なら感情的に反発せず、率直に受け入れるこ

とができる行政組織文化や環境を醸成することが大切である。行政職員は新たな知識の価値

を理解するのに一歩遅れているが、行政組織を取り巻く環境が大きく変わったのであるか

ら、その文脈に適合するように行政職員自らの知識の変換を行う能力を身に着けて、制度・

文化的要因との整合性を高めていくことである（浅川和宏 知識移転の障害 日本経済新

聞、 年 月 日）。特に市立病院の経営においては隣接の病院との競争状態が異なった

りして、ある拠点ですばらしいとされるビジネス・モデルが自己領域で実施すると、ワース

ト・プラクティスになることもあり、多様な工夫がいる。しかし基本的には、地元の特殊性

にこだわらずに、新たな知識の価値を十分に理解して、その文脈に適合するように自らの知

識の変換を行えるように、行政組織文化を変えていくことであり、認知的要因や政治的反発

要因や制度・文化的要因への配慮をしておかないと、その改革は実行力の乏しいものにな

る。埋め込まれた文脈というのは強い慣性をもっている。

そのためにも、たとえば市立病院ならば近接にこだわらずに、全国の同規模、同環境条件

のもとでの病院と連携して、それぞれのネットワーキングのもとで独自の戦略的提携圏を形

成することも可能である。地域に根ざした病院経営というのは、地域の社会文化的文脈に埋

没するのではなくて、良い知識を受け入れられるような組織文化を醸成して、新たな知識の

価値を理解して、その文脈に適合しうる変換能力を身に着けていくことである。個々様々な

能力の取得は、行政組織全般に求められることである。

これまで経営組織論者が行政組織を研究することは少なく、行政学者が行政組織を研究す

るのがふつうであった。しかし地方自治体も行政管理から行政経営というパラダイム転換を

行って、行政組織も地方分権、地方自治のもとでガバナンス改革をなし、行政経営になじむ

ようになって、経営学的論考を取り入れやすくなっている。法令など制度的制約は今でも大

きいけれども、企業会計事業では累積赤字を減らす工夫として効率性を高めながら住民の福

祉に貢献しうる事業経営のセンスが求められて、行政官僚制の枠組みも変化してきている。

かつては行政組織も国の下請け機関のような意識のもとで制度的・文化的要因に取り囲まれ

て、その社会文化的文脈に埋め込まれて行政の位置づけも固定化されやすい状況であった。

だが、地方自治体も地方財政健全化法を契機に、これまでの地域の社会文化的文脈に埋め

込まれていては財政危機を乗り切れないことを行政職員も理解するようになり、異なる社会

文化的文脈に根ざす良い知識を反発せずに受け入れる組織文化への変容を必要とするように

なった。過去の表面的な模倣での失敗もあってか、新たな知識の価値を十分に理解しょうと

はしない面もあったが、それはその文脈に適合していく本質的な価値の理解を欠いていたと

いう反省もあって、自らの知識の変換を行う能力を高めようとしている。それは行政官僚制

の枠を超えて行政経営という主体的で能動的な事業経営の仕方であって、行政学的行政管理

の限界を克服しょうとしたからである。逆に言えば、地方自治体の財政赤字、累積赤字が巨

額になってからであって、減債基金の取り崩しやその他の数字合わせの表面的な財政健全化

では、住民も納得しなくなったからであり、それだけ情報公開が進んできたからでもある。

ここに行政組織を行政経営学的に考察する大切さが認識されるようになって、行政職員や

行政幹部も行政改革委員などの外部の人々の行政経営学的センスに期待するようになり、行

政管理的な文脈では財政危機を突破できないと自覚するようになったのも一因である。
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地方自治体の行政改革やそれに伴うコンフリクト・マネジメントは稿を改めて論じるが、

行政組織は提携や指定管理者制度のような外部委託、公設民営化、民営化を含めて多様な取

り組みをしており、行政組織が埋め込まれている社会文化的文脈を固定化することなく、新

たな制度づくり、組織づくりを指向していく行政経営的手腕も要求されるようになってい

る。経営学的知識が行政にとって良い知識ならば率直に受け入れる組織文化を醸成していく

ことも行政改革委員の仕事であるが、これまで文化変容は行政職員に反発されて率直に受け

入れられる状況ではなかったといえる。

このところ市の行政改革委員・会長として感じることは、行政職員も地方財政健全化法の

施行によって、その基準に適合すべく新たな知識の価値を理解するようになり、これまでの

社会文化的文脈の思考では地方財政健全化法対策が行えないことに気づいて、その行政経営

的文脈に適合するように担当課（行政改革推進室）に任せておくのではなくて、行政組織全

体の職員が自分らの知識の変換を行わなくてはと意識するようになってきている。

そこでこれまでの行政官僚制の行政管理の延長線上の文脈での知識では危機突破は難しい

と認識することによって、行政経営という文脈を主体的に受け止めて、自分らの知識の変換

を行う能力をどのようにして身につけるかが課題になっている。すなわち経営学的な行政経

営の文脈に精通した知識、ノウハウをどのように行政組織に移転・仲介して人材を育成して

いくかである。ただ現実には、このような行政経営学的知識やノウハウの移転には 技術

の移転のような簡単なものではなく、行政管理的な文脈の重みはわれわれも十分に認識して

いる。行政官僚制の仕組みは法令、通達、行政指導や行政の暗黙知も含めて、行政組織に深

く根ざしているので、政治的、制度的、文化的要因と結合して重く錨のように沈んでいる。

この障害を克服して行政経営的知識の導入は決して容易ではなくて、地方自治体の 年以上

に及ぶ行政改革委員としての経験からしても行政官僚制の司法的文脈は根強く、ルール、手

続きはある面では変更できないほど厳格であって、その組織文化は国家機関と連動している

ので、地域住民にとっても行政職員がどこに顔を向けているのかわかりにくいし、むしろ違

和感を感じることが少なくない。これは行政のガバナンスの問題であろうが ）、行政経営

では行政と住民の協働を推進している。これは行政官僚制にとってはガバナンス改革といえ

るものであって、ここに行政管理と行政経営の違いを求めている。これは行政組織の文脈も

変えるから、多くの障害を伴うのである。

合併によって肥大化した行政職員の削減は、行政のスリム化、財政負担の軽減によって避

けて通れないが、反対勢力も大きく、税収、人口、地方交付税に比しても人員は多すぎる

し、その人員削減は 代の人々の退職勧奨によって若干の効果はあっても、財政負担を大き

くしている。行政経営的視点はここでも障害にぶち当たるが、地方公務員には大きな身分保

障（必ずしも解雇できないわけではないが…）があって、行政組織を統廃合していくと、人

員がさらに余剰になることもあって、出先機関の廃止もさほど経済効果をもたらさないとい

う状況になっている。企業経営のように累積赤字が巨額になったからと言って廃止は難し

く、何回も検討を重ねても、いざ実施となると統合は先送りになったりして、統廃合問題は

理屈をこえて決断の要ることであり、かなり首長のリーダーシップに左右されている。

）勝部伸夫 コーポレート・ガバナンス論序説 文眞堂、 。



現実の行政組織は理路整然とした行政官僚制を貫いているわけではないので、環境適応し

ていくための日常業務においてもコンフリクトが生じやすい。そこで交渉や調停などのコン

フリクト・マネジメントを必要とするし、行政改革においてはさらに必要とする。そうでな

いと実行力のある改革はできないし、問題が先送りされやすい組織の体質のもとでは、コン

フリクトの存在すらあいまいにされてしまう。それゆえ 行政改革とコンフリクト・マネジ

メント は別稿で論じる。行政組織には多くの利害関係者がかかわるだけに、利害対立が生

じやすく、行政改革はさらにそうであるから、コンフリクトの解決は不可欠である。ただ地

方自治体は、司法的な紛争処理はこなしても、住民を含めてのコンフリクトの発生に対して

の行動科学的な紛争解決は不得手であり、その体系的な訓練や研修を受けていないので、専

門家も育っていない。そのために権力論的な対応になってしまう。

だが、行政組織は肥大化した金融資本主義のように金をころがしてもうけるという、住民

サービスに貢献しないことをやっているわけではない。合法、コンプライアンスの枠のうち

なら何をやっても自由と考えてるわけではない。社会的規範をわきまえている組織であっ

て、その点でセルフ・コントロールのできる組織である。全体社会の社会的承認を得ている

社会的制度としての企業組織や行政組織は、その社会的拘束を受けても、組織目的の達成の

ための機能的自律性を有していて、一定の主体的自由のもとで意思決定をしている。

われわれはこの社会的拘束と機能的自律性のせめぎあいに注目して、そのコンフリクト状

況を考察している。地方自治体の行政官僚制は国の行政下部機関として位置づけられる面が

あって、地方交付税がその財政的裏づけになってコントロールされやすいので、住民の利害

と対立することも少なくない。地方自治体の巨額の累積赤字にしても、国の事業要請にした

がって赤字を累積させた面があって、すべてを自由意志によって決定したわけではない。行

政学的行政管理論はそのことを踏まえて論じられている。ただ今日では、地方自治体も行政

経営をしうる自由裁量の余地を大きくしているが、巨額の累積赤字と地方財政健全化法の歯

止めによって、比較的に自由にやれることは少ない。三位一体の改革によって地方自治体に

税源移譲されても、多くの地方自体はむしろ地方交付税の減少によって財政的には苦しくな

り、自由裁量の余地を効果的に生かしていない状況といえよう。

そのために多くの地方自治体は本格的な行政改革に突入し、行政改革実施計画進捗状況は

順調と言える市町村は少なくない。その行政職員は行政組織において特殊行政的組織能力を

身に付けていて、その市場的流動性は低くても、行政組織においては役立つ能力なので、定

年後の再雇用も若者の就職を圧迫しない限り、それは組織目的の達成にも貢献しうるもので

ある。特殊行政組織的能力は汎用性が乏しいのは、日本的経営がもたらす特殊組織的能力と

共通しているが、それはその有用性を否定するものではない。 （ニューパブリック・

マネジメント）などの市場原理主義の考え方は、意外にも組織の有効性達成を軽視している

面があって ）、市場競争による効率化はすべての領域に及ぶものではない。 の考え方

を否定するものではないが、日本の行政組織に適用する場合には修正を必要とするし、その

領域も限定される。ニューマネジメント・サービスのような考え方も必要である。

地方自治体の行政経営を論じるにあたって、その行政経営組織の特色を捉えたいが、それ
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は典型的な日本的経営組織といえよう（植村省三 日本的経営組織 文眞堂、 ）。ここ

に行政経営はこの日本的経営組織の体質を安定的に継続していけるかであって、行政改革は

もっと 組織と市場の相互浸透 を求めていて、公設民営化、企業会計などの市場競争にさ

らして組織の効率化を図るものであって、給食センターなどの民間委託や指定管理者制度な

どで、競争優位性を確保しようとするもである。このままでは地方自治体の財政危機を突破

できないのと、公営の運営では赤字累積を回避できないからである。ここに民間の経営手法

を大胆に導入して、組織の効率化を高めなくては競争に耐えられなくなっている。行政の公

益性、特殊性を考慮に入れても、決して市場経済から隔離されたものではないがゆえに、収

益を得れる程度の競争優位性は必要と考えてよいであろう。

．おわりに

地方自治体は法的、制度的な制約が大きいので、行政組織は環境決定論になりやすく、

チャイルド的な 戦略的選択 は論じられても、狭い範囲のものと認識されていた。しか

し、地方自治、地方分権のための三位一体の改革が進み、さらに地方財政健全化法によって

従来の行政官僚制にもとづく行政管理では、 創発的戦略 もなしにくいので、行政管理か

ら行政経営への切り替えが明示化されて経営学的な行政経営も考察されるようになった。そ

れはもともと行政組織がモデル的な行政官僚制が貫かれていたわけではなかったからであ

る。状況適合的なコンティンジェンシー理論（ ）があてはまるのが行政組織であって、

われわれもローレンスとローシュの を活用している ）。マーチとオルセンの あいまい

モデル も現実の行政組織にはあてはまり、われわれも地方自治体の行政改革委員としての

経験から、理性整然とした ポーター流の経営戦略論よりも ワィクや ミンツバーグ

の 創発的戦略 の現実適応性に注目している ）。

行政組織は意外にも規則の 抜け穴 も多く、また地方交付税交付金のもらえる事業を優

先して、住民の直接的な利益になることが後回しにされやすいが、そこに議会の議員が介入

して、 あいまいモデル が現実化していることが少なくない。将来予測がシュミレーショ

ンできる財政予測にしても、そのために公表されなかったりして、財政状況を的確に把握し

ている人はきわめて少なく、首長や財政当局の思惑によって数値も操作されやすい。行政改

革委員・会長をしていないと入手できないこともあって、行政職員にもわからないことも少

なくない。この点で行政幹部は ポリティカル・マネジャー と言えるし ）、歳入・歳出の

数値もかなりの範囲で公表データが操作しうるといえるのである。

そこで、目先のごまかしを許容しない行政経営の視点が必要になり、行政経営も企業経営

に接近している。指定管理者制度の導入や公設民営化の方法も用いられている。行政経営を

担うために、定款で利潤追求をしないことや株主に配当しないことを明記した株式会社の設

）中野祐冶、他編 はじめて学ぶ経営学 ミネルヴァ書房、 、数家鉄治 ローレンス ローシュ
（ 頁）。
）
）田尾雅夫 行政サービスの組織と管理 木鐸社、 。



立も可能であって、そのことで組織の機動力や環境適応力を高めていくことで住民への公共

サービスを適宜、機敏に提供しうるメリットを発揮できよう。

地方自治体の行政管理のもとでは、行政官僚制が貫かれて、客観性、再現性を確保するこ

とが発展と捉え、その客観的認識の研究を評価してきた。これにたいして ポランニー流

では、現実の行政組織に棲み込んで暗黙知を得ようとするものである。われわれは地方自治

体の行政改革委員の経験を生かして、研究対象たる行政組織の意味を自由自在に読み替えて

行政改革を推進していく立場である。それは行政官僚制としてのあらかじめの定義を外れて

新たな用途として事物の意味を読み替えることでもある。 ポランニーの言う 対象に棲

み込む というのは、あらかじめ存在するところの何かの視点でもって理解しようとするの

ではなくて、その対象との距離を縮めて、そのもたらす意味合いを、既存の視点に影響され

ることなく把握していくプロセスといえる。

これは論理実証的な方法とは違っており、研究者は対象とはできるだけ距離を置くことと

は大きく異なる。対象の配置や動きや関連を眺めて、その規則性を導き出していく近代科学

的手法とは対極にある。科学者にとって対象とは、外から客観的な目でもって観察する対象

であって、 棲み込む 対象ではないとされる。われわれは行政改革委員として行政職員と

共に改革案をつくり、行為主体的に行政組織に関与してきて、いわば行政官僚制などの既定

の視点やものの見方から脱却して、われわれを含めて関与者の隠れた知の力を引き出そうと

したのである（石井淳蔵 仮説検証の限界、新しい 知識創造 の技法 プレジデント

巻 号、 、 頁）。われわれが論じる行政改革では行政組織に 棲み込む と

いうポランニーの手法をもって、既存の行政官僚制のもつ視点やものの見方から開放してい

くことで、行政職員の隠れた知の力を引き出していくプロセスを大切にして、行政改革を推

進していくのである。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）


